
 

令和２年 ２ 月 １ 日 

地域密着型サービス 
                        

令和元年度 第５回運営推進会議議事録 

運営推進会議の開催状況について 

法人名・事業所名 社会福祉法人幸清会  

所在地 常陸大宮市野中町 3050-1 

担当者名・連絡先 来夢の杜大宮 施設長   杉谷 操 TEL 0295-53-6549 

従業者 従業者総数 1８ 人（内訳：常勤 10人 非常勤 ８人）（令和 2年 1月 15 日現在） 

 うち夜勤の従業者 1日当たり事業所全体の勤務従業者数  ２人 

運営推進会議の開催日 令和２年 1 月 １５ 日 （令和元年度 第５回） 

運営推進会議の構成員 所 属（団体等）名 職  名 出 欠 

 入居者 たんぽぽユニット  〇 

入居者    

入居者の家族 ご家族会代表 ご家族 欠席 

地域住民の代表者 野中地区 区長 区長 欠席 

地域民生委員 野中地区 民生委員 民生委員 〇 

地域代表 南部地域包括支援センター  欠席 

市町村職員 常陸大宮市長寿福祉課 主幹 〇 

地域消防 常陸大宮消防本部予防課 課長補佐 欠席 

地域警察 常陸大宮警察署刑事生活安全課 警部補 〇 

地域社協    

施設職員 来夢の杜太田 施設長 〇 

施設職員 来夢の杜大宮 施設長 〇 

施設職員 来夢の杜大宮 管理者 〇 

議題 ◯活動状況の報告・その他報告事項 

〇外部評価結果について 

◯会議出席者からの事業所の活動状況の評価 

◯事業所への要望、助言等の意見聴取 

利用状況 利用者総数 1８人 （令和２年 1 月１日現在）平均介護度 2.72 稼働率 98.92％ 

要支援１：0人 要支援２：0人 要介護 1：１人 要介護２：10人 

要介護３：2人 要介護４：3人 要介護５：2人  

交流・行事等の実施状況 

・利用者の家族との交流内容 

・地域との交流内容 

・その他の事業 など 

（直近約 2か月又は前回報告以降） 

・前回運営推進会議後からの事業所報告（11/1～12/31）を行った。 
11月 4日  セブンイレブン移動販売    
11月 5日  ユニット会議・ケアカンファレンス（たんぽぽユニット） 
11月 6日  お楽しみ献立 
11月 12日  お楽しみ献立 
11月 14日  ユニット会議（さざんかユニット） 
11月 18日  お楽しみ献立 
        セブンイレブン移動販 
11月 20日  第 4回運営推進会議・第 4回身体拘束適正化委員会 
        内部研修（感染症対策） 
11月 22日  ケアカンファレンス（さざんかユニット）  
11月 25日  外出レクリエーション 
 
11月 27日  避難訓練（日中想定） 
         外出レクリエーション 



 

11月 28日  内部（他事業所合同）研修 
（テーマ：身体拘束適正化に向けた取り組み） 

11月 29日  外出レクリエーショ 
11月 30日  外出レクリエーショ 
12月 4日  お楽しみ献立（そば打ち） 
12月 5日  JB１訪問理美容 
12月 11日  お楽しみ献立 
12月 12日  内部研修（テーマ：リスクマネジメント） 
12月 13日  ユニット会議・ケアカンファレンス（たんぽぽユニット） 
12月 18日  お楽しみ献立 

12月 19日  ユニット会議・ケアカンファレンス（さざんかユニット） 

12月 22日  冬至（ゆっくりまったりとゆず湯に浸かろう） 

12月 24日  クリスマス会 

12月 25日  お楽しみ献立 

12月 31日  お楽しみ献立 

1月 1日     初詣 

        お楽しみ献立 

 

・12月 4日入居者様に教わりながら一緒にそば打ちを行ったが、 

力加減や水加減等お蕎麦の繊細さを体感できたことや切り方も難しく、 

太めの蕎麦となったことを広報誌ＶＯＬ34を見て頂きながら伝えた。 

また、週 1回お楽しみ献立を行っている事を報告した。 

事故の状況 

 

事故 3件についての報告を行った。 

・落薬 

〇月×日 トイレ介助の際、入り口付近で薬が落ちているのを発見した。 

該当入居者様は 2名おり、ともに夕食後に服用し、就寝前までにトイ 

レ使用していた。発見後、2名の状態を確認していたが普段と変わり 

見られなかった。翌日、主治医に確認行い、服用せず経過観察するよ 

う指示を受けた。その後も変わりなく経過された。 

・服薬忘れ 

朝食後薬服用する為、薬杯（服用時使用している）を準備しようとし 

た際、薬が残っているのを発見した。入居者様の状態確認を行ったが 

、普段と変わりなかった。主治医に服用忘れがあった旨を報告し指示 

を仰いだ。 

・第一腰椎圧迫骨折 

 〇月×日 クリニック受診、レントゲン撮影検査行い第一腰椎圧迫骨 

折の診断を受けた。退院の送迎時にベッドから車いすへの移乗介助を 

した際、腰痛の痛み訴え聞かれ帰所後も状態の改善見られず。同日受診、 

問診のみで経過観察となり後日レントゲン撮影検査をする旨指示を受 

けた。その後、徐々に痛み緩和されていたが再診にて圧迫骨折してい 

ることが判明した。 

 

ヒヤリハット報告 （ １１月 1日 ～ 1２月 31日 ）全 10件 
ヒヤリハットⅠ   ６件 
［内訳：人感センサーの設置忘れ 2件、落薬 1件、服薬遅れ 2件、 
    服用後の空の薬袋を後日発見 1件］ 
  
ヒヤリハットⅡ   ４件 
［内訳：気道閉塞（不完全閉塞）1件、バランス崩し右肘をつく１件、 

トイレ使用時ペーパーホルダーでの右上腕裂傷 1件、服薬後の薬
袋紛失１件］ 

苦情ヒヤリハット   ０件 

相談・苦情の状況 （直近約 2か月又は前回報告以降） 

苦情 ０件 

相談 0件  



 

身体拘束の状況 

 

有：無 

身体拘束等適正化委員会（直近の開催日  令和２年 1月１５日 ） 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項 ・外部評価の結果報告と改善策について資料をもとに報告を行った。 

 

添付資料 ・運営推進委員名簿 

・運営推進会議資料（R1.1２月経営会議提出） 

・運営推進会議資料（R２. 1月経営会議提出） 

・来夢の杜大宮通信（VOL.3３） 

・来夢の杜大宮通信（VOL.3４） 

会議出席者より 

事業所の活動状況の評価 

事業所への要望・助言等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 来夢の杜大宮について 

●A氏 

 グループホームは利用料が高いイメージがあります。 

 →（施設）私たちはその金額に見合ったケアを提供していかなくては 

なりません。認知症による生活上の様々なつまずきを解消できるよ 

う事業所が一丸となって取り組んでいきます。 

 

② 来夢の杜大宮の活動について 

●施設 

今回のご家族アンケートで、事業所内での活動状況がわからないと 

いうご意見がありました。外出機会は設けていますが、自宅での生活 

を考えると頻度は低いと思います。今後は車での外出だけではなく、 

周囲の散歩にも行きたいと思いますが、この周囲にはベンチ等休憩で 

きるスペースはありますか？ 

 →（B氏） この辺はないですよね。 

 →（施設） 例えば、交番まで散歩に出かけ、少し休みたいときに休 

ませていただくことは可能でしょうか？ 

→（警察署）それは可能ですよ。ただ巡回などで不在の時は休むこと 

はできないですが。一度交番に声をかけてみたら良いで 

すよ。 

 →（施設） 散歩に出ることが多くなることでも来夢の杜大宮を理解 

していただける機会につながっていくと思います。昨年、 

無断外出があったときも近隣の方々が見ていて下さった 

ため、歩いて行った方角がわかり、すぐに発見すること 

ができたことからも必要な活動だと思います。 

 →（B 氏） あの時のですよね。この辺はわかっている人も多いので、

見てくれていますよ。皆さんここに住んでいる期間が長 

いので知り合いが多いんですよ。ただ、高齢となってい 

るので、昨年の台風の時は大変でしたね。消防の人が色 

々動いてくれたので助かりました。本当によくしてくれ 

ましたよ消防の人は。 

 →（C氏） 台風の時は市の方でも情報収集や提供、給水等行いまし 

たが、場所が限られていたので苦労もされたかと思います。 

 →（B氏） たしかに一人暮らしの年寄りは給水場所まで行けない人 

もいましたからね。その時こそ近所の協力が必要となっ 

てきますね。 

 

③ 無断外出時の対応について 

●施設 

 先ほどお話しした無断外出の件ですが、自宅からいなくなってしまった 



 

 方もいましたか。 

 →（C氏） 自宅からいなくなってしまった方はいますね。 

 →（警察署）大宮ではいなくなった方は全員発見できています。かな 

り遠くまで行っていた方もいましたが、皆さん無事に自 

宅に帰られています。 

 →（施設） 不在であることがわかったときは、すぐに警察に連絡し 

てもよろしいですよね。 

 →（警察署）そうですね。もし職員が発見できた時はすぐに報告を下 

さい。無事に帰ることができるのが一番なので対応は早 

い方がいいです。時間が経つと移動距離が延び、捜索範 

囲が拡大するのでいなくなったらすぐに電話してくだ 

さい。すぐであれば犬（捜索犬）も使えます。一分でも 

早く見つけられた方がいいので。警察官の配置も少なく 

なっている状況でしっかりと対応していくためにも、お 

年寄りの方がいなくなったらすぐ電話をください。 

 

④ 来夢の杜太田より近況報告 

●来夢の杜太田 

 昨年になりますが、12月 20日来夢の杜太田で小火がありました。 

原因は体をふくときに使う濡れたタオルを温めるために電子レンジを 

使用したが、設定時間を 30分程度の時間にしてしまったため加熱し 

過ぎによりタオルの温度が上昇、扉を開けた時に酸素が供給され発火 

したと考えられます。すぐに消火したためレンジ内が焦げたのみで 

延焼を防ぐことが出来ました。この情報はすぐに大宮に連絡し注意 

喚起しています。 

 

 

以上で会議を終了する。 

 

 


